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令和3年7月19日現在

  会社名 会社役職 氏 名

理事長 三井不動産（株） 取締役社長 菰田　正信

副理事長 三菱地所（株） 取締役社長 吉田　淳一

副理事長 住友不動産（株） 取締役社長 仁島　浩順

副理事長 東急不動産ホールディングス（株） 取締役社長 西川　弘典

副理事長 東京建物（株） 取締役会長 種橋　牧夫

副理事長 野村不動産（株） 取締役会長 沓掛　英二

副理事長 森ビル（株） 取締役社長 辻　慎吾 ※2

副理事長 阪急阪神不動産（株） 取締役社長 諸冨　隆一

副理事長 専務理事     内田　要 ※1

理事 旭化成不動産レジデンス（株） 取締役社長 兒玉　芳樹

理事 飯野海運（株） 取締役社長 當舍　裕己

理事 伊藤忠都市開発（株） 取締役社長 松　典男

理事 エヌ・ティ・ティ都市開発（株） 取締役社長 辻上　広志 ※2

理事 大林新星和不動産（株） 取締役社長 蛭間　基夫

理事 小田急電鉄（株） 取締役社長 星野　晃司

理事 鹿島建設（株） 取締役社長 天野　裕正

理事 近鉄不動産（株） 取締役社長 倉橋　孝壽

理事 京王電鉄（株） 取締役社長 紅村　康

理事 京成電鉄（株） 取締役社長 小林　敏也

理事 京阪電鉄不動産（株） 取締役社長 道本　能久

理事 京浜急行電鉄（株） 取締役社長 原田　一之

理事 （株）コスモスイニシア 取締役社長 髙智　亮大朗
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理事 （株）サンケイビル 取締役社長 飯島　一暢

理事 三交不動産（株） 取締役社長 中村　充孝

理事 神鋼不動産（株） 取締役社長 藤野　悦郎

理事 住友商事（株） 常務執行役員 安藤　伸樹

理事 住友不動産販売（株） 取締役社長 伊藤　公二

理事 積水ハウス（株） 取締役副会長 堀内　容介

理事 総合地所（株） 取締役社長 関岡　桂二郎

理事 相互住宅（株） 取締役社長 永山　篤史

理事 （株）大京 取締役社長 深谷　敏成

理事 大成有楽不動産（株） 取締役社長 浜中　裕之

理事 ダイビル（株） 取締役社長 園部　俊行

理事 大和ハウス工業（株） 取締役社長 芳井　敬一

理事 （株）竹中工務店 専務執行役員 児玉　正孝

理事 中央日本土地建物（株） 取締役社長 平松　哲郎

理事 東急（株） 取締役社長 髙橋　和夫

理事 東急不動産（株） 取締役社長 岡田　正志

理事 東京ガス不動産（株） 取締役社長 穴水　孝

理事 東武鉄道（株） 取締役社長 根津　嘉澄

理事 ナイス（株） 取締役社長 杉田　理之

理事 名古屋鉄道（株） 常務執行役員 日比野　博

理事 日鉄興和不動産（株） 取締役社長 今泉　泰彦

理事 （株）長谷工コーポレーション 取締役会長 辻　範明 ※2

理事 平和不動産（株） 取締役社長 土本　清幸

理事 三井住友信託銀行（株） 取締役副社長 海原　淳

理事 三井不動産リアルティ（株） 取締役社長 遠藤　靖

理事 三井不動産レジデンシャル（株） 取締役会長 藤林　清隆

理事 三菱地所リアルエステートサービス（株） 取締役社長 湯浅　哲生

理事 三菱地所レジデンス（株） 取締役社長 宮島　正治

理事 三菱UFJ信託銀行（株） 専務執行役員 大野　泰一

理事 名鉄不動産（株） 取締役社長 前田　由幸

理事 森トラスト（株） 取締役社長 伊達　美和子

理事 安田不動産（株） 取締役社長 中川　雅弘

理事 （一社）不動産協会 事務局長 森川　誠

監事 東急リバブル（株） 取締役社長 太田　陽一

監事 東京建物不動産販売（株） 取締役社長 福居　賢悟



監事 JR西日本プロパティーズ（株） 取締役社長 森　克明

監事 みずほ信託銀行（株） 常務執行役員 後藤　裕司

相談役 三井不動産（株） 取締役会長 岩沙　弘道

相談役 三菱地所（株） 特別顧問 木村　惠司

顧問 住友不動産（株） 取締役会長 小野寺　研一

顧問 東急不動産ホールディングス（株） 取締役会長 金指　潔

顧問 東京建物（株） 特別顧問 畑中　誠

顧問 野村不動産（株） 中井　加明三

※1　国家公務員出身者　最終官職：内閣府地方創生推進室長 

※2　“辻”のしんにょうの点の数は一つです。 

　　　PC環境等により点が二つで表示される場合があります。
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